美術学科

５. 全体スケジュール

AO入学試験エントリーガイド

AO入学試験は「エントリー」と「出願」の二段階に分かれています。まず、エントリーを行っていただき、診
断結果で「認定」された方が出願可能となります。出願後、書類選考による入学者選考を行い、合格した方が本
学に入学可能となります。

エントリー

受験診断
（1 回目）

受験診断
（2 回目）

診断結果通知

※エントリー及び受験診断の費用はかかりません。
診断結果が「認定」だった場合は出願手続が可能です。なお、出願すると本学専願になります。

２. 募集人員（予定）
募集学部・学科・領域
芸術学部 美術学科
造形表現領域／メディア表現領域

ＡＯ入学試験募集人員

入学定員

10名

70名

認定後
出願

入学者選考
（書類選考）

合格発表

入学前課題
（進学準備講習会）
参加
※必須

３. エントリー資格
本学の教育方針を理解し、勉学を強く望む者で次のいずれかに該当する者
１. 高等学校または中等教育学校を卒業した者及び2019年3月卒業見込みの者
２. 通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び2019年3月修了見込みの者
３. 学 校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、
及び2019年3月31日までにこれに該当する見込みの者

■進学準備講習会ついて
2018年12月15日（土）に実施するもので、デッサンの実技講習を行います。期間内にお申し込みのうえ、AO
合格者は必ず出席してください。

４. AO入学試験の特長

ＡＯ入学試験に出願を希望する場合は、事前に登録する必要があり、この事前登録のことを「エントリー」とい
います。期間内にエントリーを行い、認定されるとその後出願が可能となります。

この入学試験は、美術への造形を深め、多面的に学びたいという方々に対してエントリーファイルを中心に2回
の面談を行い、入学志願者と本学が相互の理解を深め、入学者を選考していく制度です。芸術学部美術学科では
個性的で向学心に満ちた皆様の入学を期待しています。学ぶ意欲や得意とする分野・才能を大いにアピールして
ください。
●ＡＯ入学試験とは？
本学が従来行っている提出作品や実技試験を課さない選抜試験です。エントリーファイルを中心にあなたの熱
意や意欲を評価し、相互理解を深め総合的に入学者を決定します。
●面談はコミュニケーションを重視
エントリーファイルや課題制作をもとに、2回の面談を実施します。自己アピール形式で教員とコミュニケー
ションをはかりながら、美術学科への適正を多面的に診断します。
●入学までにしっかり準備ができる
早期に進路を固めることができるので、合格後は進学準備講習会や入学前課題に取り組み、入学後の学習準備
を充分に行えます。
●あなたの熱意と学ぶ意欲を重視します
診断方法は面談です。本学で学びたいという熱意や意欲を重視します。エントリーファイルで自分独自のアピ
ールをすることができます。

６. エントリーについて

エントリー期間
2018年8月7日（火）～8月17日（金）消印有効
エントリー書類 ※成績証明書以外は、いずれも本学所定の様式
・エントリー申込書
・エントリー票
・成績証明書
出身校の成績証明書。高等学校在学中の者は2年次（後期）または3年次（1学期または前期）までの成績が記
載されているもの。過年度卒業の者は卒業時のものを出すこと。高等学校卒業程度認定試験合格者（廃止前の
大学入学資格検定合格者を含む）の場合は文部科学省が発行する「合格成績証明書」を提出してください。
エントリー票の交付
エントリー書類に不備がなければ、選考日時等の詳細とともにエントリー票を返送します。そのため、エントリ
ー票には必ず切手を貼ってご提出ください。エントリー票が1回目受診日の3日前になっても届かない場合は、入
試広報課まで連絡してください。
診断会場（一次・二次共通）
札幌大谷大学 札幌市東区北16条東9丁目1-1
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芸術学部美術学科は、教育目標を達成するため、以下のような人材を広く求めます。
１. 高等学校の幅広い学習内容を習得し、美術学科において学修を継続することに強い意欲を持っていること。
２. 社会に目を向ける広い視野を有し、美術をとおして社会に貢献しようという目的意識を持っていること。
３. 多様な文化・価値観を受け入れる柔軟な精神を有していること。
４. 高等学校で履修した教科科目のうち、国語総合（現代文）において本学での履修に必要な学力を有しており、
鉛筆デッサンなどの美術の基本的なスキルを有していること。

認定

１. 入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

８. 診断の概要

AO入学試験では、面談時のコミュニケーションを図るためのツールとして「エントリーファイル」を作成して
いただきます。エントリーファイルは、あなた自身をアピールするためのファイルです。一人ひとりが積極的に
取り組んできたことは、それぞれ違うはずです。アピールする分野は問いません。あなたが高校を卒業するまで
に経験したり、活動してきたことをエントリーファイルいっぱいに表現してみましょう。

■一次診断
診 断 日 2018年9月2日（日）※時間はエントリー票にて通知。
診断科目 面談…約20分間。エントリーファイルをもとに面談します。
課題提示…二次診断までに与えられた課題にしたがって作品制作をしていただきます。
持 参 物 エントリー票、エントリーファイル2冊（オリジナル1冊・カラーコピー1冊）
面談内容 エントリーファイルの自己紹介書をもとに、「志望動機」「美術学科で学びたいこと」
「将来の夢」な
どについて話してもらい、さらにエントリーファイルの概要について説明していただきます。面談の
中でエントリーファイルについて本学の教員がアドバイスしますので、二次診断までに完成度を高め
て発表にそなえてください。また、一次診断の面談で作品制作の課題を与えられますので、二次診断
までに制作に取り組んでください。

どのようなテーマで自己表現をまとめていくのか？
エントリーファイルを作成する前に、これまで自分が頑張ってきた活動について振り返ってみてください。美術
部、書道部、演劇部、工芸部、吹奏楽部、写真部、放送部などの文化系クラブに所属していたり、それ以外の体
育系クラブに所属していたり、社会活動（ボランティア）や各生徒会活動、パソコンをはじめ、さまざまな素材
を使った創作経験や、好きなアーティスト、作品について調べたり発表したりなど、あなたのこれまでの活動や
経験の中で誇れることをまとめてみましょう。
入賞をしたり、成功した体験ばかりでなくてもかまいません。例えば、学校祭などで友人と協力しながら何かを
創り上げた中で努力を積み重ねたこと、失敗から学んだこと、自分なりのストーリーをまとめてみましょう。ま
た、これまでの学校生活に限らず、普段の身近な生活で感じている必要なことや、地域社会に役立つ企画でもか
まいません。自由な発想で表現してください。
エントリーファイルを作成しよう!
○１ページ目 表紙（所定の用紙）
エントリーファイルの表紙には「エントリー№」「学校名」「氏名」を書いてください。
○２ページ目 自己紹介書（所定の用紙・両面で８００字以内）
所定の自己紹介書に、必ず自筆で自分の思いを書いてください。自分をアピールする内容は自由ですが、「い
ままで自分が活動してきたこと」
「志望動機」
「入学後に積極的に取り組みたい学び」の３点は明記してくださ
い。字数は８００字以内ですが、できるだけ８００字いっぱいの自己紹介書を望みます。
○３ページ目 自己表現の概要（所定の用紙・片面で２００字以内）
所定の用紙に、４ページ以降に表現する内容についてまとめましょう。このページでは、エントリーファイル
であなたが伝えたいことを、簡潔に整理して自筆で書いてください。
○４〜１０ページ程度 自己表現
自由なデザインで自己表現をしてください。わかりやすく、個性豊かで創造性あふれる自己表現を期待してい
ます。そのために活動の経歴や自分の能力をアピールできる証明書、活動が取り上げられた新聞記事などを使
って表現したり、自分で撮った写真やイラストなど、身近な素材を使って作成してもかまいません。
自己表現のボリュームは「A４」用紙で7枚程度を目安としますが、それにとらわれることなく、
「用紙の大きさ」
「紙の質・厚さ」「紙と紙を組み合わせる」「形」「両面を使う」「画材（クレヨン、クレパス、えんぴつ、色鉛筆、
サインペン、マーカー、アクリル・水彩絵具等）」など、自由に発想し表現していただいて結構です。作成し
た自己表現を、上手にエントリーファイルにおさめて提出してください。面談時にはおさめた状態から広げた
り、組み立てたりして説明することも可能です。
注意事項
①エントリーファイルは、オリジナル版（本人用）とカラーコピー版（大学用）の２冊を作成してください。カ
ラーコピー版（大学用）の提出は保管と確認がその目的です。したがって、近隣にあるカラーコピー機等で作
成したもので結構です。あくまでも受験診断の面談時に評価するのは、オリジナル版です。
②１〜３ページ目までの、用紙サイズは「Ａ４」です。
③４ページ以降の用紙や形式は自由ですが、１〜３ページ目までの「Ａ４」用紙とあわせて、市販のファイルに
おさめ、ファイルノート形式にしてオリジナル版（本人用）とカラーコピー版（大学用）の２冊を提出してく
ださい。
④エントリーファイルをおさめる市販のファイルは各自で購入してください。ファイルのサイズは「Ａ４」です。
⑤エントリーファイルは一次診断の当日に２冊持参してください。
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■二次診断
診 断 日 2018年9月23日（日）※時間は一次診断時に連絡。
診断科目 面談…約40分。エントリーファイルの自己表現について発表していただきます。さらに課題制作の作
品をもとに面談をします。
持 参 物 エントリー票、エントリーファイル、課題制作の作品
面談内容 エントリーファイルで作成した「自己表現」の内容について10分程度で発表していただきます。自分
ができる、自分らしい発表をしてください。
自己表現の内容を、どのようなツール（作品、映像、写真、その他さまざまな表現）や方法を駆使し
て発表するかは自由です。
「自分の思いをどのように表現し、伝達するのか」
、これは美術を学ぶうえ
で重要な要素です。観る人、聴く人の立場になって表現していくことが大切です。どのような組み立
てで発表するか、整理してみるとよいでしょう。
・自分が経験してきたことについて、その経過と成果報告
・自分が考えたり、発想したことの新しい企画提案
など、自分の経験や独自の発想に基づく発表を期待します。
次に課題制作の取り組み状況について話していただきます。課題を与えられたときの印象や制作中の
エピソード、提出までのプロセスなどについて伺います。
注意事項
・大学が「自己表現」のために用意できる機材は次のものです。
パソコン／ＤＶＤプレーヤー／ブルーレイプレーヤー／液晶プロジェクター／スクリーン／ＣＤプレーヤー／
ＶＨＳビデオデッキ／実物投影機
※上記以外で使用したい機材があれば、二次診断当日に各自持参してください。
・動画をデータで提出する場合は、拡張子をmp4、mov、aviのいずれかとし、データをUSBメモリでご持参くだ
さい。
・自己表現の発表時に使用する機材は、エントリー書類提出時に明記してください。
・二次診断では、自分で制作した作品を持参することができます。
（点数・大きさは問いません）
。ただし、必ず
自分で当日持参できて、持ち帰ることができるものに限ります。
・提出されたエントリーファイル（オリジナル版）は返却できません。
診断結果通知
2018年9月25日（火）
本人に診断結果を速達郵便で通知します。
（掲示での発表は行いません）なお、電話による結果の問合せには一
切応じません。
エントリーファイル・面談の評価基準について
エントリーファイルの評価基準
１．自己紹介書／本学美術学科への志望動機、いままで自分が活動してきたこと、表現してきたこと、それを
美術学科でこれからどのように発揮していきたいか、などが適切な文章で表現されていること。
２．自己表現の概要／４ページ以降の「自己表現」について具体的な説明が適切に表現されていること。
３．自己表現の中で、得意分野の能力・魅力・独創性を十分に伝えていること。
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７. エントリーファイルについて

美 術 学 科

面談の評価基準
面談（一次診断）：約20分間
１．美術学科への志望動機、入学後の学習意欲、将来の進路について積極的に述べることができること。
２．エントリーファイルの作成過程と概要について、明確に受け答えができること。
面談（二次診断）：約40分間
１．自己表現の発表において、独創性が高く、表現が豊かで、説得力があること。
２．与えられた課題制作の作品概要について説明でき、丁寧に制作に取り組んだ姿勢がうかがえること。
３．美術学科での学びに意欲的で、将来の目標に取り組む姿勢の強さがうかがえること。
（作品等を持参した場合、作品についても明確に説明できること）

2019年度

札幌大谷大学エントリーガイド

AO入学試験エントリー書類

９. 出願について
出願資格
AO入学試験の受験診断において、認定を受けた者。※出願者は本学専願。
出願期間
2018年10月5日（金）～10月11日（木）消印有効

●音楽学科 ──────────────────────────
志望理由書

出願書類
「2019年度学生募集要項」（2018年7月発行予定）に記載の出願書類を提出してください。
入学者選考
診断結果をふまえ、書類審査にて選考します。
（出願書類提出後は受験のために来学する必要はありません。）
入学検定料
30,000円

診断曲票
指導者調査票
指導者推薦書

●美術学科 ──────────────────────────

合格発表
2018年10月23日（火）
本人に合否通知を速達郵便で通知します。（掲示での合格発表は行いません）。なお、電話による合否の問合せに
は一切応じません。
学費等等納付金
学費などの納付金は「2019年度学生募集要項」（2018年7月発行予定）を確認してください。
入学手続
手続については、合格通知書の同封書類にて指定された期限までに入学料を納付し、本学指定の書類を提出くだ
さい。入学手続日は以下です。
2018年12月11日（火）必着
注意事項
・提出されたエントリー書類、出願書類、納付された入学検定料及び入学料は返却できません。
・AO入学試験に合格された方は、原則として進学準備講習会（2018年12月15日（土）無料）へ参加するものとし、
あわせて指定された課題を入学前に学習していただきます。
・身体に障がいを有するなど、受験上及び修学上特別な配慮を必要とされる場合は、事前に入学試験広報課へ相
談してください。

エントリー申込書
エントリーファイル
自己紹介書
自己表現の概要

●音楽・美術学科 共通 ─────────────────────
2019年度 札幌大谷大学 芸術学部 エントリー票

芸術特待生入学試験、給費生入学試験の出願について
AO入学試験の合格者は、さらに芸術特待生入学試験・給費生入学試験を受験することができます。各入学試験
の出願期間を確認のうえ、出願してください。AO入学試験合格者がこれらの入学試験を受験する場合の入学検
定料は15,000円となります。なお、先行して実施される芸術特待生入学試験に合格した場合は、給費生入学試験
に出願することはできませんのでご注意ください。
詳細は「2019年度学生募集要項」（2018年7月発行予定）をご確認ください。
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